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ピリッとスパイスとまろやかチーズが食欲そそ
る徳島ブランド阿波黒ビーフ100％タコライス
●タコライス980円 チーズ＋100円
温泉玉子＋130円 温玉チーズ＋230円
店内でも提供始めました。
お持ち帰りは
店内チラシ又はホームページをご覧ください
●7周年記念サービス 8/6･7･9 3日間限定！
持ち帰り香音ぷりん 3個1,200円⇒1,000円
香音ぷりん 1個400円

特典

特典

無添加の純生クリーム、
国産きび糖、
純国産鶏のもみじ卵など厳選材料を使
用。シンプルだからこそのシェフこだ
わりプリンをお楽しみください。

①タコライス50円OFF
②ランチプレート50円OFF

③コーヒー1杯無料
※①②③併用不可､③お食事･又はデザートご注文
の方､1グループ6名様迄
[2021年9月2日まで]
香音 みずほ台

描いて楽しい、
食べて美味しい。
わんにゃんデニッシュ好評販売中！
大好評のわんにゃんデニッシュ。今なら紙袋が付い
て手土産にもぴったりです。付属のチョコペンを
使ってお絵描き出来ます。かわいく写真を撮って頂
いたり、お子様やお友達とわいわい楽しく過ごして
頂いたりと楽しみ方色々！もちろん味も大満
足！！本格スイーツも多数御用意しております。
特典

わんにゃんデニッシュ10％off
（1人1個限定）

※cacottoの商品を専門のレジで会計の方に限ります
※ベルクレジ利用不可※他券・他サービス併用不可
※お1人様切抜1枚につき1個迄[2021年8月31日迄]

特典

cacotto商品ご購入のお客様に
ふわふわスポンジプレゼント!(1会計1個)

※cacottoの商品を専門のレジで会計の方に限ります
※ベルクレジ利用不可※他券・他サービス併用不可
※1会計切抜1枚につき1個迄[2021年8月31日迄]
sweets_cacotto

検索

cacotto(カコット)
☎ 049-236-2348
川越市並木264-1【P有】
営 9:00～20:00
20:00以降はベルクレジで
お買い物ができます。
休 ベルク南古谷店に準ずる
住

Instagramやってます☆左記で検索または右上QRコードで検索

検索

Soup&Tea House 香音(カノン)
☎ 049-257-4475
住 富士見市西みずほ台1-1-7

NRビル2階 席のみのご予約OK

営 11:00～16:00(LO15:00)

17:00～21:45(LO21:00)

休 日曜日/※時間は変更になる場合もございます

http://www.kanon117.jp/

フェイスブックもあります
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自然素材を使ったオーガニックカラーの専門店
髪や頭皮を傷めず、染めるほど美しく仕上げます！
「髪に艶がない」
「 ハリコシがない」
「 地肌が弱
い」などのお悩みには、オーガニックカラーが
おすすめ！細やかな色味の調整が可能な、髪
や頭皮への負担が少ない白髪染めなので、自
然で理想通りの雰囲気に仕上がります。
※カットのみは4,400円となります。
炭酸泉ヘッドスパ

特典

リラックス効果はもちろん、頭皮のコリをほぐし、血行

を促進することで、むくみの改善や、お顔のリフトアッ
プ効果が期待できます。この時期だからこそ気になる、

皮脂の汚れやニオイケアにもおすすめ！

カット&オーガニックカラー
11,000円→9,900円(炭酸泉ヘッドスパ付)

特典

和漢植物使用の為、頭皮にトラブルがある方も安心。※カット・パー
マ・シャンプー・ブロー込 ※他クーポン併用不可【期限：9/2迄】
■広告切抜or撮影画面提示ください ■WEB限定クーポンあり
ヴィエル

お子さまと一緒に時間を気にせずオシャレを
楽しめるヘアサロンをご存知でしょうか？

ふじみ野

検索

通常価格30,140円～の20％OFF！

特典

②カラー+カット+毛髪修復
15,730円⇒12,584円

③パーマ+カラー+カット+毛髪修復 22,000円⇒
17,600円 ※②③共にマイクロバブル+炭酸ミスト付!
[2021年9月2日迄]
リレット

みずほ台

検索

子連れOK

髪にも人にも優しい上品なヘアサロンを目指しております。
髪のお悩み、何でもご相談下さい。

Lit Letto
☎ 049-293-4415

特典

入間郡三芳町みよし台7-9 ※Pあり
みずほ台駅西口より徒歩8分
営 平日10:00～20:00
土･日･祝9:00～19:00
休 火曜日定休
住

無料託児室あり(10:00～15:00要予約)

【9月30日迄】カラー+カット
9,900円⇒7,920円

オゾンパーマ+カット9,900円⇒7,920円
オゾンパーマ+カラー+カット15,400円⇒12,320円
MUCOTA縮毛矯正+カット14,300円⇒11,000円

交

予約優先制

住 富士見市ふじみ野西1-24-8 2F
※エレベーター有。車イスの方、お気軽にご連絡下さい
営 9:30～19:00 ※時間外応相談
休 火曜日 ※駐車場無し ※近隣パーキングの駐車
証明書ご提示で駐車料金一部負担

店内消毒や定期的な換気、密にならないよう
コロナ対策を徹底して営業しております！

①縮毛矯正＋カット
22,605円

毛髪修復、マイクロバブル、炭酸ミス
ト付! [2021年9月2日迄]

☎ 049-278-3922

WEB･キレイぱどからご予約できます！ 着付けも行っています★

｢ママだってたまには主役になりたい！｣
そんな日頃お忙しいママさんの願いを叶える
ヘアサロンです。専任の保育士がお子様を大
切に見守る無料託児室を完備しています。小
さなお子様をお持ちですと躊躇しがちのパー
マやカラーも安心して施術が受けられます。
特典

VIELE(ヴィエル) hair & care

検索

予約優先制

★毛髪が弱り髪質が変化してきた…髪の傷み
で悩んでいる…そんな方にはオゾンパーマが
オススメ!オゾンの力で酸化を促進!毛質にタ
ンパク質が浸透し、キューティクルを整え健
康毛へ!カラー･パーマが同日可能。
2時間半～
3時間で仕上がります。
●大好評MUCOTA縮毛矯正♪髪を保護しな
がら縮毛矯正する事で負担を最小限に。
●ストレート トリートメント(カット込)
11,000円 うねりとダメージ解決

美容室Wish
☎ 049-255-0889
富士見市鶴馬2597-2
鶴瀬駅西口より徒歩2分
営 9:00～19:00
受付：パーマ･カラー17:30、カット18:20
休 火曜日・第3火水曜日連休
住

交

駅チカ

2021.08.06

自粛や新しい生活様式の生活不活発病に注意。
身体のバランスを整え、
不調改善＆免疫力UP

ぱど読者限定!!初回施術
6,600円⇒4,500円(初見料込)

[施術通常料金]初見料2,100円･一般4,500円

18才以下,65才以上3,800円･小学生以下3,000円
予約時
「ぱど見た」
とお伝えください[9月2日迄]
その悩みお任せください。病院では｢異常なし｣と言われお悩みの方
も迷わずまずは相談ください。少しの体調の変化(不調のサイン)を
見逃さない日頃の体調管理が大切です。

市沢カイロプラクティック
☎ 049-293-7909

希少 脊柱非観血外科処置台

頭～腰･骨盤,肩・股関節の関節を自然な安定位にし、

身体に負担をかけずに脳･脊髄･神経系に働きかけます。
また妊婦さんのお腹にも負担をかけずに施術する事が
可能です。

市沢カイロ ふじみ野

検索

子連れOK

ふじみ野市市沢2-8-17 1F
営 火～土曜 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
休 月曜 ※8/9～8/12はお休み
P2台有 個室更衣室､お着替え有
住

個室有

予約優先制

日曜・祝日も休まず営業！

決め手は自身のあるスタッフさんの丁寧さや気配り。
『これが私の
頬から…』と驚くお客様多数！口コミで評判の凄いお店。

特典

①シミ取り体験コース4,180円
②ヒト幹細胞培養液導入パック

①8/10(火)～20名様電話予約限定。
シミ取り集中エ

ステ120分体験コースが4,180円。
②毛穴大掃除＆
高純度ヒト幹細胞培養液導入！1回7,700円が無料。
BON美容医療グループ

検索

シミは夏に肌の深部で肥大化する!!最新鋭
の優れたマシンと実績豊富なプロの技で
【シミ分解⇒シミ漂白⇒シミ取り】をその
場で体験。口コミで評判の凄いお店!!本当
に効果があるの…？と不安な方は1度で効
果が実感できる120分体験コースを！シミ
の原因は人それぞれ。濃くするのもとって
しまうのもあなた次第！いつかは取りたい
と思っていたそこのあなた！そのいつかは
まさに「今」ですよ！体験の価値◎

ピュアマインド新座店
☎ 0120-73-1446
住 新座市東北2-24-17オリンポス

交 志木駅南口より徒歩3分

新座志木1F

営 9:30～19:15 [休]木曜日 [P]有
ピュアマインドは、感染予防に対する細心の注意と
配慮をし、運営をさせて頂いております。

実査委託先：楽天リサーチ

リバウンドしない高代謝ダイエット！『ただ痩せるだけではない』深部から身体を整え、免疫力もUP！
滞った身体を｢ほぐし｣｢温め｣頑固なセルライ
トにダイレクトに働きかける施術！
溜め込まない､太らない、リバウンドしない高
代謝で巡りの良い身体を創ります。身体の内側
を 活 性 化 し 血 行 促 進 、基 礎 代 謝・新 陳 代 謝
UP！自律神経、ホルモン、免疫等のバランスも
整え、体内の老廃物を排出し、むくみ改善！
お客様の身体のバランスを測定し、測定データ
に基づいた施術を行います。
施術後、実感いただけます！

特典

体幹強化ダイエット
50分 4,800円⇒3,300円

体幹を鍛えて脂肪燃焼力もUP！腰周りのインナー

マッスルも鍛えられ、腰周り・ヒップ・ボディライン全
体も引き締まり美しい体型へ。 [2021年9月2日迄]

特典

高代謝ダイエット
90分 11,600円⇒4,800円

全身のセルライトを徹底除去して、代謝をアップ！お

客様の身体の状態に合わせた最適で効率的なセルライ
ト除去をご案内いたします。 [2021年9月2日迄]

フェイストリートメント60分 3,900円

美と健康スタジオ メディビューティ

お肌の真皮層にアプローチ。

コラーゲン､エラスチンの質
を高め、細胞レベルでお肌が
若返る!活性酸素を除去しシ
ミ､シワ､たるみ､くすみ改善!
お肌の変化を実感頂けます。
(通常4,800円)【9月2日迄】

☎ 04-2959-3331
狭山市入間川1432-1
交 狭山スイミングクラブさん隣り
営 10:00～20:00
休 火曜日
≪フリーアクセス≫0800-800-3631
住

一人一人のパーソナルカルテのデータに基づいた施術を行います。
リラックスできる広々とした開放的な店内です。コロナ対策実施中。
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シミに効果が認められるエステ第1位。3冠達成
のシミ取り専門店。口コミで評判の凄いお店！！

ひっぱる,ねじる,ボキボキしない優しい施術
でずれたり広がっている関節を正常に整え、
身体の動きを正常にし機能を取り戻し、筋・筋
膜・神経系・循環器系が持つ本来の力を発揮
できるよう導きます。
特典

ふじみ野・冨士見・三芳町エリア

メディビューティ

狭山

検索

女性専用

個室有

カードOK

予約優先制

駐車場完備
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「私設 公民館」としての生涯学習の場
新規講座も登場し、本格的にスタート！
地域の皆様と一緒に、健康づくり・介護予防・
趣味や学びを通して人生100年時代を明る
く、元気よく過ごすお手伝いをしています。
「趣味を楽しむ(ハンドメイド・リラックス)」
「考え方を学ぶ」
「発想を飛ばす」をテーマに
各種講座を開催いたします。

地元を楽しもう

TOWN GUIDE
グルメ

キレイ

ヘアサロン リラックス

スクール

住まい

買い物

「ハンドメイド」講座(定員4名:要予約)
特典
■グラスアート
【ティッシュボックスづくり】
8/16(月) 13:30～15:30 ￥3,000
■バリアフリーアクセサリー(体験会)
8/23(月) 13:30～15:30 ￥1,800

その他

おおい元気ぼっくす

「リラックス」講座(定員4名:要予約)
特典

☎ 090-4372-1145

■大人のための脳トレ講座
「めざせ！ 逆・東大王」

住 ふじみ野市亀久保3-8-40

8/12・19・26(各木) 13:30～15:30 ￥1,000
■朝活(毎週火・水・木) 10:30～11:20 ￥500

営 10:30～15:30

休 金・土・日

※月はワークショップのみ
駐車場はございません。公共交通機関をご利用
ください。

※その他はHPでご確認下さい。
おおい元気ぼっくす

講座の詳細などについてはホームページをご覧ください。

検索

自信を持って英語を堂々と話せる子に☆
英語に対する苦手意識を解決しましょう！
2008年のオープン以降、現在も入塾待ちが絶
えません。そんな皆様のご希望にお応えし、
この度、短期講座を開設しました。
■小学生…中学英語の準備､フォニックス
･読解力強化･英検準2級の取得
■中学生…高校受験対策
2,500の単語と125の文法､作文力
1～3分間のスピーチ強化､英検1級の取得
■高校生…大学入試対策､5,000の単語､200
の文法､作文力､3～5分間のスピーチ対策

換気や消毒を徹底し、1回の生徒数を減らして開催しております！

EQ English Center

短期講座のご案内

特典

☎ 0120-233-118

期間は2ヶ月と3ヶ月。
8回(1回120分)のレッスン
対象は、
小学生・中学生・高校生
月謝はそれぞれ33,000円となります。
内申点対策・テストの成績UPを叶えます。
E.Q

1日で噛める即日インプラント

All-on-４
[オールオンフォー]

◆部分入れ歯・総入れ歯で
お困りの方
◆忙しくて何回も歯医者に
通えない方
◆歯の見た目に悩んでいる方
◆虫歯で歯がボロボロの方
◆歯周病で歯がグラグラな方
◆他医院でインプラントは
できないと言われた方

安藤歯科医院

体験あり

検索

川越

川越市南通町1-4
川越駅より徒歩9分
休 日曜日・祝日
住

交

個別テスト・相談無料

オンラインレッスンあり

インプラントクリニック

従来なら6カ月以上の期間と大きなコストを要していたことがAll-on-４なら短期間、低コストで。

「オールオンフォー」
による
インプラント治療のメリット

1 ２４時間以内に完了
2 身体への負担が少ない
3 骨の移植手術は不要

All-on-４(オールオンフォー)とは、
歯周病などで歯を失った
方や総入れ歯の方に対して、
たった4本のインプラントだけ
で全ての歯を回復させることができる施術方法です。骨の
少ない方でも骨移植が必要ないため、
安心・安全で体への
負担が少ない施術法となります。
また、多くの場合、当日か
ら新たな歯で食事をして頂くことが可能となります。費用に
ついても、
インプラント埋入本数が少なくて済むため経済的
です。術中は、静脈内鎮静法という無痛麻酔を併用します
ので、
痛みに対しても心配は不要です。

こんな方はぜひ一度ご相談のお電話を！

※個人差がございます。

インプラント

1本

220,000円～

リスク・副作用・合併症について

糖尿病、心臓疾患、不整脈、高血圧、骨粗しょう症、
の様な全身疾患に罹患されている方は基本的にはインプラントの手術ができません。
また、
過度の歯ぎしりやくいしばりが強い方も避けた方が良いです。
偶発症
（偶然に起こる予測不可能な事案）
が起こるリスクもあります。

皆さんが納得できるお口元を手に入れられる
よう、
総合的な診断と施術を選択しております。

歯周病でお困りの方、
見た目を綺麗にしたい方、
インプラント治療をお考えの方
無料カウンセリング
お気軽にご相談く
ださい
セカンドオピニオンも大歓迎いたします。

他院での治療計画に不安をお持ちの方、
患者様ごとに治療計画をご提案させていただきます。

それにより、
どなたでも自信を持って笑い、
微笑
みかけられるような綺麗な白い歯、
歯並びを手
に入れることを究極の目標としております。

「きれいに仕上げたい」
「奥歯のインプラントは失敗したくない」
、
など、
患者様にご満足いただけるよう具体的にご説明させていただきます。

まずはお気軽にご相談のお電話を!!

医療社団法人 新正会 安藤歯科
インプラントクリニック

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-5-11

インプラント専用フリーダイヤル

0120-941-801

安藤歯科医院WEBサイト http://ando-implant.jp/

取材協力/安藤歯科医院

取材/Ａ企画

03-3962-1388

AR210501DN
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▼ふじみ野市

①厨房スタッフ ②看護スタッフ

①月4万円～15万円の新人支援制度有 ②月収例25万円以上も可

時給①970円～(土・日・祝 ＋150円)

美容が好きな30～40代の方も大歓迎♪
自分磨き、スキルアップできる職場です！

内

時
待
応
PR

すぐの実務はございません。まずは美容の基
礎や技術を丁寧な研修にて学んで頂きます。
9:00～20:00 日曜定休・夏期,年末休暇あり
①週2日、
1日4h～OK ②本社研修～スタート
資格取得制度、
美容研修、
未就学児保育手当
見学だけでもOK!お気軽にお問合せ下さい。
未経験OK!育児との両立､キャリアアップ等生
活に合った働き方が可能なので長年働けます!

時

休
待

応

☎049-293-6716 担当／松本

☎049-269-3081 担当／採用係

経験者はもちろん、未経験でも積極採用!
手厚い研修で新規スタートを応援します!
内

資
勤
時
休
待
応

ハウスメーカーの敷地調査の補助作業等。
現場で現地調査を行うための測量や地盤調査
をはじめ、報告書作成のためのデータ入力作
業など行っていただきます。専門的な資格・経
験は問いません。イチから丁寧に研修を行い
ますので、未経験の方でも安心して働けます。
要普通自動車免許(AT限定可)
会社に出勤後、各現場に向かっていただきま
す。現場は埼玉、東京など関東近郊です。
8:00～18:00(実働8時間)
※現場により多少変動します。
日曜・祝日
昇給年1回・賞与年2回・交通費規定内支給・
社保完備。
まずはお気軽にお電話ください。仕事内容の
ご質問も大歓迎！丁寧にご説明いたします。

総合建設業・造園工事・リース工事・敷地調査

関東グリーンサービス株式会社
130584

070-3844-3978 担当／採用係

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保27-47
鶴瀬駅より車で8分

〒356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林1145-1
ふじみ野駅より送迎あり

131892

月給250,000円～

看護スタッフは、
ブランクのある方
への指導も充実！
お子様の体調不良や、
学校行事など
急なお休みも対応致します!
子育て中の方でも安心して働ける環境♪

社会福祉法人 秋桜園

133868

測量・事務スタッフ

①配送されてきた調理済みの食事の盛付け、
食器洗浄など。
調理業務はありません。
②利用者様の健康チェックや受診の付き添い
など初めのうちは、
先輩スタッフが丁寧に
指導しますので、
実務経験のない方・
ブランクのある方でも安心して働けます。
①8:00～19:30 ※1日3h～、
週3日～OK
朝・夕出勤できる方歓迎！
②8:45～17:45 ※1日3.5h～、
週3日～OK
午前のみ・午後のみなど時間調節可
シフト制。お子様の用事などの急なお休みな
どにも対応します。
社会保険完備(勤務条件による)
車通勤・バイク通勤・自転車通勤可、
扶養内勤務可、
ふじみ野駅より送迎あり
質問･見学だけでも歓迎♪
まずは、
お気軽にご連絡ください。

介護施設

ポーラ ザ ビューティー 上福岡店

▼

②1,430円～

エステサロン

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38花磯ビル202
上福岡駅から徒歩２分
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▼ふじみ野市

①サロンスタッフ ②ショップオーナー候補

内

ふじみ野・冨士見・三芳町エリア
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ふじみ野・冨士見・三芳町エリア

